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１：まずはショルダー＆持ち手を作ります

半分に折りアイロンをかけて折り目をつけ

中心に合わせて折り、

２ｍｍで際を縫います

４：こちらは上級編の仕切ポケット

作りたいポケットの大きさに合わせて折り、折っ

たところ際から２ｍｍを縫います

（画像は１０ｃｍのところ）

７：袋口から７ｃｍのところに合わせて内ポケッ

トを固定したら周囲を縫います

この時、閉じていなかった返し口も同時に縫い合

わせることになります

 

マチのある内ポケットの完成です＾＾

アレンジ不要の方は仕切のミシン縫いでも十分

です 

アレンジバージョンの工程です。不要な場合は

順１３に進んでください
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２：内ポケットを作ります

図のように上を”わ”に

１ｃｍで縫い合わせます

５：”４”で縫った２ｍｍの山にあわせマチを作

ります。こちらもお好みで、画像は１５ｍｍのマ

チをとっています

蛇腹折りにした状態での内ポケットの中心をは

かり、内袋の中心に合わせて

待ち針で固定します（袋口から７ｃｍのところ）

８：内袋を作ります

表あわせにして底を”わ”にします

”わ”から５ｃｍのところに合印（ノッチ）を入

れます 

５ｍｍ位カットしておくと目印にしやすいです

１１：内側の布の中心にマグネットボタンを留め

ます 

薄い生地の場合はあらかじめ接着芯を貼ってお

くと安心です 

はぎれで当て布をしてマグネットボタンを留め

ます 
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６：ポケットの周囲を待ち針でしっかりおさえ、

１ｃｍはみ出ていた綿テープをおり込んでおき

ます 

”わ”から５ｃｍのところに合印（ノッチ）を入

５ｍｍ位カットしておくと目印にしやすいです 

９：画像のように先ほどの５ｃｍを目印に手前に

折りたたみ

片側の辺に返し口１０ｃｍ程を残して両サイド

を縫います

解れやすい生地など、必要に応じてロックミシン

or ジグザグミシンを掛けておきます

 

（内袋はこれで完成です）
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１２：表にし

せ、反対側にも印をつけ、マグネットボタンを付

けます

出来上がったパーツの底から６ｃｍの所を外ポ

ケットの底にし

（画像は手順１８を参考に）

上級編なので詳細は省きます

（是非著書を参考に♪）
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